昨季も皆さんのご協力の下､一丸となった力強い応援をすることができ､つるっ子一同感謝しております。結果ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞは初のﾌｧｲﾅﾙ王手まで
迫りましたが惜しくも準優勝､ﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝは釧路ではなく韓国ｱﾆｬﾝが受賞となり、昨年以上悔しい思いをしたｼｰｽﾞﾝでしたが､全日本選手権
の初制覇というﾋﾞｯｸﾞﾀｲﾄﾙを手にしたことは紛れも無い事実！大きな自信につながったと思います。今季はｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ､優勝､全日本連続制覇､
ﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝ奪回のV3を目標に戦いますのでよろしくお願いします。
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◇Win the dreamまであと３つ！いざファイナル！
歴史に名を刻むときが来た！ﾌﾟﾚｰｵﾌ ﾌｧｲﾅﾙ！対するｺｸﾄﾞ
は過去6度ｸﾚｲﾝｽﾞの前に立ちはだかった壁。その壁を乗り
越えなければ真の王者とはいえない。ｺｸﾄﾞはﾌｧｰｽﾄﾗｳﾝﾄﾞで
ﾊﾞｯｸｽに3連勝、ｾﾐﾌｧｲﾅﾙではﾊﾙﾗを3勝1敗で破ってきてい
る。ﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞでは4勝1分1敗と勝ち越しているがあなどれ
ない。俺達つるっ子も結成8年､7度目の挑戦。今やｺﾞｰﾙ裏に
は多数のｻﾎﾟｰﾀｰが集まり､ﾁｰﾑの5つ目のSET 「5th SET」と
名を変え“心の部分”を最大限ｻﾎﾟｰﾄする。試合前には「釧路
太平洋太鼓保存会」によりｽﾀﾝﾄﾞ・選手達の心をかきたてる。
選手入場にはﾋﾞﾆｰﾙ袋1500枚で黒く染まったﾎｰﾑ半周、そこ
に赤い“Ｖ”が3つ浮かび上がった。ﾌｧｲﾅﾙ3勝という意味だ。
選手整列後、ありったけの声で「釧路ｸﾚｲﾝ」をｺｰﾙし今季用
意した30万枚の紙ふぶきが舞った。これから偉業に挑むﾁｰ
ﾑに心技体全てが整っただろう。
◇3月18日（土）vsコクド ﾌｧｲﾅﾙ第1戦（釧路ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
★1-4(1-0,0-3,0-1) ①G3 A18(PP)
第1戦､序盤はｸﾚｲﾝｽﾞﾍﾟｰｽだが約50%の確率を持つﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰのﾁｬﾝｽに得点できない。しかし1P終盤17分19秒にｴｰｽま～しゃ(#18)のｼｭｰﾄをｷ
ｬﾌﾟﾃﾝ賢吾(#3)がｺﾞｰﾙ前で角度を変え先制！しかし2P39秒に同点、9分14秒に反則を犯し1-2とﾘｰﾄﾞされ2P終了。1P後にｷｯｽﾞﾛｹｯﾄ､3P開始前
に白いｼﾞｪｯﾄﾌｰｾﾝの後押しを受け逆転してくれると信じ3P開始。反撃に出るｸﾚｲﾝｽﾞも得点できず刻々と時間が過ぎ終了2分前、6人攻撃が始
まった・・が19分34秒無人のｺﾞｰﾙへﾊﾟｯｸは吸い込まれ大事な初戦を落とした。
◇3月19日（日）vsコクド ﾌｧｲﾅﾙ第2戦（釧路ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆4-1(2-1,1-0,1-0) ①G26 A71 ②G3 A18(PP) ③G18 G14 ④G10
2,300人が詰め掛ける丹頂ﾘﾝｸ。その後押しに答えられないｸﾚｲﾝｽﾞではない。開始早々ｺｸﾄﾞｺﾞｰﾙ
に攻め立て3分10秒ﾗｲｱﾝ(#71)からのﾊﾟｽを最強助っ人ﾃﾞﾚｸ(#26)が、GK右肩口を抜く鮮やかなｼｭ
ｰﾄを放ち今日も先制。しかし10分49秒のﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰのﾁｬﾝｽになんと失点してしまい同点に。しかし
俺達5thSETは更に声のﾎﾞﾙﾃｰｼﾞを上げﾁｰﾑの心の部分をｻﾎﾟｰﾄ。その思いが通じたのか12分57
秒にｷｬﾌﾟﾃﾝが決めた。賢吾(#3)のﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰｺﾞｰﾙだ。
その後2P10分41秒、ｺｸﾄﾞが同点ｺﾞｰﾙと思われたが､
我等の守護神次郎（#30）がｽｰﾊﾟｰｾｰﾌﾞ！そのこぼれ
たﾊﾟｯｸを拾った快速佐藤匡史(#14)がｺｸﾄﾞ陣内まで1
人で持ち込みｺﾞｰﾙ前へﾊﾟｽ。このﾊﾟｽに走りこんでい
たのはｴｰｽま～しゃ(#18)。綺麗に合わせ貴重な追加
点！ま～しゃが今季2度目に見せたｺﾞｰﾙ裏へのｶﾞｯﾂ
ﾎﾟｰｽﾞの瞬間だった。3P一進一退の攻防が続く中､16
分2秒決めたのは副ｷｬﾌﾟﾃﾝ ｺﾞﾘ山野（#10）。放ったﾐﾄﾞﾙｼｭｰﾄはGKの左肩口を抜く素晴らしいｺﾞｰﾙ。
これで勝負あり。１勝１敗のﾀｲとなった。
◇3月21日（火）vsコクド ﾌｧｲﾅﾙ第3戦（釧路ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆5-4(1-1,3-0,0-3,1-0) ①G18 A20-34(PP) ②G71 A14-26(PP) ③G26 A14-71 ④G23
A14-21 ⑤G26 A14-71(PP)
今季ﾎｰﾑ最後のこの試合2,651人が詰めかけ､丹頂ﾘﾝｸが完成した“こけら落とし”に次
ぎ2番目に多い入場者数。俺達がﾎｰﾑでｻﾎﾟｰﾄできるのはこの日だけ。ﾁｰﾑもｻﾎﾟｰﾀｰも
いつも以上に気合が入った中､試合が始まった。しかし1P6分4秒に先制を許し、このま
ま1P終了と思われたその時､18分36秒ま～しゃ(#18)がﾀﾞｰｼ(#20)へﾊﾟｽ。それをきれい
に合わせ同点に追いつく。2Pに入り完全
にｸﾚｲﾝｽﾞﾍﾟｰｽ。3分53秒に匡史(#14)の
ﾊﾟｽをﾗｲｱﾝ(#71)が押し込み2-1。その後､
ﾃﾞﾚｸ(#26)､ﾋﾃﾞ(#23)がｺﾞｰﾙをねじ込 み
4-1と3点ﾘｰﾄﾞで2P終了。この勢いで！と
思ったのもつかの間。3Pに入り連続反則
と取られ3人対5人のｷﾙﾌﾟﾚｰ。ここで2点
を奪われ､7分には同点に追いつかれて
しまう。勝負は延長戦に。会場に再度浮かび上がる“3つのV”ﾁｰﾑに力を与える。そしてついに
来た。8分35秒､ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰのﾁｬﾝｽ。ﾗｲｱﾝのｼｭｰﾄﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞに反応したのは元NHLﾌﾟﾚｰﾔｰ ﾃﾞﾚｸ･
ﾌﾟﾗﾝﾄ(#26)。相手DFに倒されながらも渾身の力を込めたｼｭｰﾄがｺｸﾄﾞｺﾞｰﾙに突き刺さる。その瞬
間選手全員が氷上へ飛びだし、この勝利に優勝への手ごたえを感じた。その後伊藤賢吾ｷｬﾌﾟﾃ
ﾝが氷上で「必ず優勝ｶｯﾌﾟを釧路に持ち帰ります」と駆けつけたﾌｧﾝへ約束した。

◇3月25日(土)vsコクド ﾌｧｲﾅﾙ第4戦(ｻﾝﾄﾘｰ東伏見ｱｲｽｱﾘｰﾅ)
★4-6(1-4,1-1,2-1)①G7A3-71 ②G19A10 ③G18A11 ④G26A14-71
悲願のｱｼﾞｱ制覇に王手をかけて敵地東伏見に乗り込んだｸﾚｲﾝｽﾞ！先制点は2分過ぎ5-3のPPでｼﾞｮｰ(#7)のｽﾗｯﾌﾟｼｮｯﾄが炸裂。このままの勢
いでいきたいところ。しかし､ｺｸﾄﾞの反撃が始まった11分過ぎに同点、さらに3点得点を許し1-4で1Pを終了する。PKから始まった2P 凌いだ直
後、山野(#10)からのﾊﾟｽを博史(#19)がｺﾞｰﾙ！その後ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰのﾁｬﾝｽを物に出来ずに2P終了まじかの失点。3点を追う 3Pは7分西脇(#11)
のﾊﾟｽをま～しゃ(#18)が叩いて2点差に！さらに10分過ぎﾗｲｱﾝ(#71)がｺﾞｰﾙ前に出したﾊﾟｯｸをﾃﾞﾚｸ (#26)が角度を合わせて1点差に！！その
後PPのﾁｬﾝｽが訪れるがｺｸﾄﾞの守りが堅い。19分前次郎を上げて全員攻撃をするものの､ｺｸﾄﾞにﾊﾟｯｸを奪われにEN。逆王手をかけられた。全
ては1Pの連続失点！明日までに修正してくれ！
◇3月26日(日)vsコクド ﾌｧｲﾅﾙ第5戦(ｻﾝﾄﾘｰ東伏見ｱｲｽｱﾘｰﾅ)
★3-4(2-0,0-2,1-2)①G18A26 ②G14A71 ③G7A23-26
もう負けられないｸﾚｲﾝｽﾞ！今日の試合で今ｼｰｽﾞﾝの全てが終わる。1ﾋﾟﾘ双方ﾁｬﾝｽを生かせないまま15
分過ぎPPのﾁｬﾝｽでﾃﾞﾚｸ(#26)のｼｭｰﾄﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞをま～しゃ(#18)が叩いて先制！さらに17分過ぎまたもPPで
ｼﾞｮｰ(#7)のｼｭｰﾄﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞをﾗｲｱﾝ(#71)が叩きそのﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞを匡史(#14)がｺﾞｰﾙ！2-1とﾘｰﾄﾞして1ﾋﾟﾘを終了。
2ﾋﾟﾘ開始1分半PK終了直後に失点、さらに4分過ぎ攻めて
いたﾊﾟｯｸを奪われｶｳﾝﾀｰで2点目を奪われ同点。11分過ぎ
に5-3のPPﾁｬﾝｽを得るが得点できず、逆に17分過ぎ3-4の
PKﾋﾟﾝﾁを次郎が踏ん張り何とか凌ぐ。3ﾋﾟﾘはPPで始まった
がﾁｬﾝｽを生かせず逆にPKのﾋﾟﾝﾁを凌いだかと思うとまた
PKで失点！この試合初めてﾘｰﾄﾞを許す。9分過ぎｺｸﾄﾞ今
(#8)がｺﾞｰﾙ前に攻め込み次郎(#30)と接触､次郎の回復を
待 ちPPのﾁｬﾝｽでｼﾞｮｰ(#7)の豪 快 なｽﾗｯﾌﾟが炸 裂 ！ 同
点！！15分過ぎｺﾞｰﾙ前にK33がｽｸﾘｰﾝに入り勝ち越し点を奪われる。18分35秒次郎を上げﾀﾞｰ
ｼ(#20)ﾃﾞﾚｸ(#26)ﾗｲｱﾝ(#71)ま～しゃ(#18)賢吾(#3)ｼﾞｮｰ(#7)のｽﾍﾟｼｬﾙｾｯﾄで怒涛の攻めを開始す
るがｺｸﾄﾞの固い守りに阻まれ無情にも終了のﾎｰﾝが鳴り響いた！
◇ＡＬ ＡＷＡＲＤ２００６
ﾌｧｲﾅﾙ第5戦の興奮も覚めやらぬ翌日､ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝとしては
前夜の涙と落胆がいまだ尾を引く3月27日月曜夜､東京品川
ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙでｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ05-06ｼｰｽﾞﾝのｱﾜｰﾄﾞ授賞式が行なわ
れた。ｾﾚﾓﾆｰは「語りべ」こと加藤じろう氏の司会で始まり､ま
ず冨田ﾁｪｱﾏﾝが挨拶に立った。その中で冨田氏が､「ｸﾚｲﾝｽﾞ
とｺｸﾄﾞの熾烈な戦いを見てﾄﾘﾉ五輪の男子ｱｲｽﾎｯｹｰ決勝（ﾌ
ｨﾝﾗﾝﾄﾞ対ｽｳｪｰﾃﾞﾝ）を思い出した」と言い､「力はﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの方
が上だった。だが、ｻｲｽﾞとﾍﾞﾃﾗﾝのうまさでｽｳｪｰﾃﾞﾝが優勝し
た」と述べたのが印象的だった。確かにｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ･ﾌｧｲﾅﾙはﾄ
ﾘﾉの決勝戦とよく似た部分が多い。ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞは予選から準決
勝まで負けなしだったが、決勝で初めて負けて優勝を逃した。
ｽｳｪｰﾃﾞﾝは予選では適度に負けることで偶然にも決勝ﾄｰﾅﾒ
ﾝﾄの対戦が有利になり、最後に決勝で勝って金ﾒﾀﾞﾙを獲得
した。また､ﾌｧｲﾅﾙ第5戦と五輪決勝戦はどちらも1点差ｹﾞｰﾑ
であった。その後､準優勝ﾁｰﾑ・ｸﾚｲﾝｽﾞと優勝ﾁｰﾑ・ｺｸﾄﾞの表
彰が行なわれ､続いてﾍﾞｽﾄ6の発表となった。｢ﾍﾞｽﾄ・ﾌﾟﾚｰﾒｲ
ｸFWﾃﾞﾚｸ・ﾌﾟﾗﾝﾄ｣｢ﾍﾞｽﾄ・ﾃﾞｨﾌｪﾝｼﾌﾞＦＷ藤田ｷﾖｼ（ｺｸﾄﾞ）｣｢ﾍﾞｽ
ﾄ・ｵﾌｪﾝｼﾌﾞＤＦ伊藤賢吾｣｢ﾍﾞｽﾄＧＫ二瓶次郎｣が相次いで登
場。しかし､残りの2人｢ﾍﾞｽﾄ・ｵﾌｪﾝｼﾌﾞＦＷｿﾝ・ﾄﾞﾝﾌｧﾝ（ﾊﾙﾗ）｣
｢ﾍﾞｽﾄ・ﾃﾞｨﾌｪﾝｼﾌﾞＤＦのﾔﾛｽﾗﾌ・ﾈﾄﾞﾍﾞﾄﾞ（ﾊﾙﾗ）｣は欠席。東伏
見で行なわれたｾﾐﾌｧｲﾅﾙ第4戦の出来事が原因と思われるが､6人が揃わなかったのは残念だ。 ﾍﾞｽﾄ6のあとは個人賞の表彰。最多得点の
ｿﾝだったが欠席。最多ｱｼｽﾄと最多ﾎﾟｲﾝﾄはﾃﾞﾚｸ。続いて､最優秀防御率ＧＫは我らがｸﾚｲﾝｽﾞの守護神・次郎。最優秀監督賞は優勝したｺｸﾄﾞ
岩崎監督。ﾍﾞｽﾄ・ﾚﾌｪﾘｰは川村一彦。新人賞は予想どおり､今季大活躍の西脇雅仁。そしてＭＶＰはｺｸﾄﾞの菊地尚哉ＧＫが2年連続の受賞とな
った。菊地は「ほかにふさわしい人がたくさんいるのに」と意外な様子だったが、優勝ｺﾞｰﾘｰであることに加えて､ｾﾐﾌｧｲﾅﾙでの驚異的なｾｰﾌﾞ・
ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ（96％）が高く評価されたものと思われる。各賞の表彰の合間に受賞者ｲﾝﾀﾋﾞｭｰが行なわれていたが、釧路でﾌﾟﾚｰすることについ
て聞かれたﾃﾞﾚｸが､「釧路でﾌﾟﾚｰすることはすばらしい。応援してくれるﾌｧﾝは本当にすばらしい」と話していた。ﾎｯｹｰﾀｳﾝ・ｲﾝ・ｱｼﾞｱはﾊﾙﾗの本
拠地､韓国のｱﾆｬﾝに決まり､釧路は2年連続受賞とはならなかったが､暗に釧路のﾌｧﾝにｴｰﾙを送るｲﾝﾀﾋﾞｭｰであった。ちなみに授賞式が行な
われた宴会場の名は「釧路」。ｾﾚﾓﾆｰのあとは立食ﾊﾟｰﾃｨ。入場料5千円を払って参加した一般ﾌｧﾝ数十名が選手からｻｲﾝをもらったり､交流を
楽しんだりした。ｸﾚｲﾝｽﾞからは受賞者のほかに佐藤匡史や田中監督が参加。ﾊﾟｰﾃｨの後半には､ｸﾚｲﾝｽﾞの選手たちと監督､それにｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧ
ﾝが壇上に上がり一緒に記念撮影をした。 受賞者について言えば､ﾍﾞｽﾄ6はｸﾚｲ
ﾝｽﾞ3人､ﾊﾙﾗ2人､ｺｸﾄﾞ1人と､ﾚｷﾞｭﾗｰ・ﾘｰｸﾞの順位を反映したものになっている。ｸ
ﾚｲﾝｽﾞは個人賞も3人が4つの賞を受賞と､総数でｺｸﾄﾞやﾊﾙﾗを大きく上回ってい
る。優勝は逃したが、今季のｸﾚｲﾝｽﾞの活躍がはっきりとわかる授賞式であった。
◇第73回全日本選手権 優勝祝賀会
4月１日（土）釧路全日空ﾎﾃﾙで日本製紙ｸﾚｲﾝｽﾞの全日本ｱｲｽﾎｯｹｰ選手権大
会優勝祝賀会が行われた。ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ､全日本選手権で死闘を繰り広げ釧路にｶ
ｯﾌﾟをもたらしたｸﾚｲﾝｽﾞを一目見ようと集まったﾌｧﾝは約700人。前売り券が売り
切れるほどの反響、参加者全員には「Thank you for your support！」 の文字が
入ったﾘｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞの記念品が渡された。司会者に名前を呼ばれてｸﾚｲﾝｽﾞ戦士た
ちが出てくると､会場は一気に熱を帯びた。そして粋な計らいを見せたのが､鏡割
り。何とﾎｯｹｰの祝賀会らしくｽﾃｨｯｸで鏡割を行い､ﾌｧﾝの方々の笑いを誘った。

懇親の場は､選手とｼｰｽﾞﾝ､ﾌﾟﾚｰｵﾌについて語るﾌｧﾝ､目当ての選手との記念写真やｻｲﾝをしてもらうなど､十人十色の楽しみ方で陽気な雰囲
気で進行した。抽選会では､くじをひいた守護神次郎が一言ｺﾒﾝﾄを求められて、「真のﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝは釧路です」といった瞬間､会場からは割
れんばかりの拍手が鳴り響いた。来期はぜひとも、「全日本」＆「ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ」＆「ﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝ」の3冠祝賀会となるよう､ﾁｰﾑ､ﾌｧﾝ一体となり盛
り上げていこう！さぁ､来ｼｰｽﾞﾝに向け戦いはもう始まっているのだ。・・・裏話・・・この日今ｼｰｽﾞﾝの打ち上げをつるっ子と活動を支えてくれたﾌｧ
ﾝ約20名で釧路のとある場所で行った。優勝こそ出来なかったが､1つﾀｲﾄﾙを獲った。1歩づつ俺達も強くなっていこうとねぎらい盛り上がってい
たところにｹﾞｽﾄ登場！#19佐藤博史と新人賞西脇が顔を出してくれた。｢ｲﾅﾊﾞｳｧ
ｰ西脇です｣の挨拶に会場は大盛り上がり。楽しいひと時は過ぎるのは早く2人は
帰ることに。余韻も冷めやらぬ内､超ﾋﾞｯｸﾞｹﾞｽﾄ達がまたしても登場。友二郎とﾃﾞﾚ
ｸ､ﾃﾞｨｯｸ､ﾗｲｱﾝ､次郎､ﾀﾞｰｼ､ﾏｯﾄの助っ人外国人達が登場。実は祝賀会の帰り際
友二朗さんが「ちょっと顔をだすよ」と言ってくれていた。それがなんとこんなﾋﾞｯｸﾞ
ｹﾞｽﾄ達を連れてきてくれるなんて・・・｢俺だけじゃ盛り上がらないでしょ｣ なん
て・・。そんなことありません！3度目の乾杯後ｼﾞｮｰとﾃﾞﾚｸの「ｶﾝﾄﾘｰﾛｰﾄﾞ」を始め
に選手達の美声が次々と。それにｻﾎﾟｰﾀｰたちは大盛り上がり。最後は QUEEN
「I was born to love you」(ﾎﾞｰﾝ･ﾄｩ･ﾗﾌﾞ･ﾕｰ)でﾌﾛｱｰ内は最高潮に！最高だった
ひと時は感激の涙を残す余韻を残しながら過ぎていった。ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝとしてこの
場に入れたこと光栄に思う。今季も力一杯頑張ったご褒美・・かな。
◇退部者報告
ｸﾚｲﾝｽﾞは05-06ｼｰｽﾞﾝを終了し､ＧＫ大滝芳治選手､ＤＦ岸部真二選手､ＤＦ吉田健泰選手の現役引退を発表しました。大滝選手は西武鉄道
から移籍してきて10年間ｸﾚｲﾝｽﾞでﾌﾟﾚｰし､試合出場こそ少なかったがﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞｺｰﾁとしてＧＫの指導､育成に貢献してくれました。岸部選手はﾁ
ｰﾑ在籍10年で身体は大きくないが抜群のｱｲｽﾎｯｹｰｾﾝｽでﾁｰﾑの勝利に貢献。特に今ｼｰｽﾞﾝは本職のＤＦのみならず怪我人が続出したＦＷの
穴埋めを器用にこなし､ＦＷ顔負けのﾌﾟﾚｰが印象に残っています。吉田選手は在籍４年と本人にとっては不本意だったと思いますがﾊﾟﾜｰあふ
れる力強いﾌﾟﾚｰでﾁｰﾑに貢献してくれました。3選手は本当にお疲れ様でした。今後の活躍をお祈りいたします。
＃４２ 吉田 健泰（よしだ けんた）
＃２ 岸部 真二（きしべ しんじ）
＃４１ 大滝芳治（おおたき よしはる）
1983/8/7 179cm 75kg
1977/11/29 170cm 75kg
1967/6/7 174cm 80kg
出身校：八戸工大一高校 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ：DF
出身校：釧路工業高校 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ：DF
出身校：釧路工業高校 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ：GK
【経歴】
【経歴】
【経歴】
U20 日本代表 1 回
U20 日本代表：1 回
U20 日本代表 2 回
【成績】
【成績】
世界選手権日本代表 2 回
○日本ﾘｰｸﾞ
○日本ﾘｰｸﾞ
【成績】
13試合/1得点/1ｱｼｽﾄ/2ﾎﾟｲﾝﾄ
153試合/11得点/14ｱｼｽﾄ/25ﾎﾟｲﾝﾄ
○日本ﾘｰｸﾞ
○ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ
○ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ
試合出場：176 滞氷時間：10,244.46 ｾｰﾌﾞ
17試合/0得点/3ｱｼｽﾄ/3ﾎﾟｲﾝﾄ
85試合/4得点/17ｱｼｽﾄ/21ﾎﾟｲﾝﾄ
率：87.28% 防御率：3.89 完封：13試合
○通算
○通算
○ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ 試合出場：０
30試合/1得点/4ｱｼｽﾄ/5ﾎﾟｲﾝﾄ
238試合/15得点/31ｱｼｽﾄ/46ﾎﾟｲﾝﾄ
○通算
試合出場：176 滞氷時間：10,244.46 ｾｰﾌﾞ
率：87.28％ 防御率：3.89 完封：13試合

◇つるっ子サポート組から
【ｺﾞｰﾙ裏創りに参加してみませんか】
僕のｸﾚ観戦歴は3ｼｰｽﾞﾝ目。元々はｻｯｶｰの熱烈ｻﾎﾟで､ｵﾌｼｰｽﾞﾝに何か生観戦できるｽﾎﾟｰ
ﾂはないものかとたまたま丹頂ｱﾘｰﾅに練習試合を行ったのがきっかけ。ｹﾞｰﾑの戦術やﾗｲﾝ
の組み合わせなどはよく分からないけれど､とにかく試合中みんなと一緒に声出して騒いで応
援しているのが楽しくて、徐々にｺﾞﾙ裏中央へ移動するうちに､今ｼｰｽﾞﾝは､ﾎｰﾑのｺﾞｰﾙ裏を
束ねる「つるっ子ﾏﾆｱ」のｻﾎﾟｰﾄとして活動することに。僕がお手伝いできた作業は、ﾋﾞｸﾄﾘｰﾌ
ﾗｯｸﾞや「のぼり」を作ったり（直したり）、またﾌﾟﾚｰｵﾌ前には全国のｻﾎﾟから送られてくる短冊を
貼り合わせて断幕作ったり、紙吹雪を作
ったり等々。そうやって自らが手を掛けて
創ったｺﾞｰﾙ裏から選手達にｺｰﾙを送ると、
余計に気持ちが入るし、また勝ったとき
の嬉しさが大きくなる､そう感じながら今ｼ
ｰｽﾞﾝを過ごしてきました。野球の外野席
やｻｯｶｰのｺﾞｰﾙ裏に比べると､ｱｲﾎのｺﾞｰﾙ裏の規模はずっと小さいことは否めないけれど､
その分だけ､一緒にｺﾞｰﾙ裏を創る喜びはより強く味わうことが出来るのかもしれません。来
ｼｰｽﾞﾝは、僕等と一緒に「ｺﾞｰﾙ裏創り」に参加してみませんか？（HONDA）

【ML 組に参加して…】
ｸﾚｻﾎﾟになって 2 ｼｰｽﾞﾝ目。ｱｲｽﾎｯｹｰ観戦歴 20 年以上…（年がﾊﾞﾚﾙ!?）。釧路観戦は､ｵｰﾙｽﾀｰが初めて。娘が匡史選手の大ﾌｧﾝで、そこから
ｸﾚｻﾎﾟが始まった。最初は､つるっ子達が怖くて？？近づけず､遠巻きに見ているだけでしたが､祝勝会＆ﾁｸｼｮｳ会に参加するうちに､ｺﾞｰﾙ裏へ。
これが､結構楽しく今ｼｰｽﾞﾝは､見に行った試合すべてｺﾞｰﾙ裏での観戦となりました。釧路からは遠いので､のぼりを作ったり､＜つるっ子通信
＞の記事を書いたり紙ふぶきを切ったり・・・（ﾌﾟﾙﾀﾌﾞも集めたり・・☆）わずかですが､ｸﾚｲﾝｽﾞのためのお手伝いが出来ました。遠くに住んでいる
人も､自分で出来る範囲で楽しく ML 組に参加しませんか？もしかしたら思いがけない、いいことがあるかもよ!!（ゆず母）
【ｸﾚｲﾝｽﾞを応援したいなら】
今季からｺﾞｰﾙ裏ﾃﾞﾋﾞｭｰをし､ML 組にも入りました。ML に入っても私が札幌在住なので何も
手伝いもできてないのが現状です。だけども､色んなお手伝いがあるし､それをつるっ子だ
けでやるのは本当に大変だと思いました。だから､何でもいいからできればと思って。ｺﾞｰﾙ
裏も最初はつるっ子が怖かったし､ﾍﾞﾝ
ﾁ裏で選手を近くでみたいと思ってた
ので近寄らなかったんですが､少しず
つ話すようになっていつの間にかｺﾞｰ
ﾙ裏にいて､大きな声で応援してる自
分がいました。こんな感じですが､きっ
かけはｸﾚを応援したいって気持ちだ
けです。みんながそーゆう気持ちを持
ってます!!ですから､ｸﾚを好き！ｸﾚを応
援したい!!ｸﾚﾌｧﾝで仲良くしたい!!!って思ってるそこのあなた!!一緒に応援しましょう。そして
ML でｸﾚの為に自分でできる事をやりませんか？気軽に声かけて下さい。つるっ子が怖い
なら､優しい女の子にでもどーぞ!!待っております☆（Tama）
【仲間を増やすなら！】
ｸﾚｲﾝｽﾞを応援するようになって 10 年。ﾎｰﾑ釧路は遠く､ｱｳｪｲのﾘﾝｸをあちこちと観戦。そんな中､つるっ子の存在は知っていたけど､どんな人
達だかよくわからないし､何より「ｺﾜｲ」。だからずーーーっと近づいたことはなかった。でも､あるきっかけ（飲み会）で知り合うことに。そうした
ら・・・『すごい､応援が楽しくなった！！』声を張り上げ叫び､喜び、涙したり笑ったりする仲間がたくさん増えた。つるっ子以外にも､ﾘﾝｸで会う仲
間がたくさん。ﾘﾝｸに行く度に仲間が増える。選手だけでなく､そんな仲間に会いたくて､釧路のｺﾞｰﾙ裏にも行った。そして､選手のため､ｸﾚを応
援する観客のために､ｺﾞｰﾙ裏を手伝うこともﾆｭｰｽを書くことも面白い。ｸﾚｲﾝｽﾞ仲間を増やしたい方､ただ見ているだけの応援に飽きた方､何か
いつもとは違ったことをやってみたい方､ぜひつるっ子ｻﾎﾟｰﾄ組に参加してみてください。楽しいですよ♪（まり）
【多くの方々の協力が必要】
私は生まれが釧路で両親もｱｲｽﾎｯｹｰが大好きなので小学生の頃からｸﾚｲﾝｽﾞ（十条時
代も含め）を応援しにﾘﾝｸへ連れて行かれました。…とにかく観戦歴は長いです。物心が
ついた時にはｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝになっていました。しかし いつの間にか会場を盛り上げていた
会社の応援団が消滅し、"つるっ子ﾏﾆｱ"という私設応援団が存在していることに気付き
ました。しかし､彼等のいるｺﾞｰﾙ裏はﾈｯﾄがあり観づらい。なんか怖い。そんな理由で行
けなかったｺﾞｰﾙ裏。しかし､つるっ子ML（ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ）組という制度が出来､思い切って入
ることに‥（どうして飛び込めたのかは自分でも未だにわからない‥）勿論､皆 知らない
人ばかりで最初は戸惑いましたが､ﾋﾞｸﾄﾘｰﾌﾗｯｸﾞの作成や試合後の後片付け、ﾆｭｰｽの
作成&校正などに携わることにより､今までより格段に応援にﾁｶﾗが入る様になりまし
た！そして何よりも嬉しかったことはｺﾞｰﾙ裏でたくさんの仲間が出来たことです。昨季の
つるっ子の活動を目の当たりにして思ったことは、『え？こんなことまで？？と思う様な膨
大な数の作業をこなしている』ということ、そして『まだまだ多くのの方々の協力が必要』ということです。地元釧路でも、遠く離れていても活動可
能なML組。まだまだ人数が足りません。活動内容は出来る範囲内で構いません。私も事情があり地元ながらほんの少ししか活動出来ないの
が現状です。少しのﾁｶﾗでもたくさん集まれば大きなﾁｶﾗになります。興味を持たれた方は是非ご連絡お願いします！（佐々木 友美）

◇集まれ！つるっ子メンバー＆ML 募集
6 月に 2 名のﾒﾝﾊﾞｰが海外へ約 2 年間の期限付き転勤となるつるっ子だが先日 2 名のﾙｰｷｰの入団が決定した。現在 10 名で活動しています。
今季も更に力強い応援をするにはまだまだﾒﾝﾊﾞｰが足りません。つるっ子として活動した方はぜひご連絡ください。
またつるっ子としてはちょっと・・でも活動を体験したい､応援してみたい。と密かに思っている方!つるっ子をｻﾎﾟｰﾄするﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ組から参加し
てみてはどうですか？応援ｸﾞｯｽﾞの製作、ﾆｭｰｽ作成など応援についてﾒｰﾙ上で討議をしています。ぜひ俺達と一緒にﾁｰﾑの為に活動しません
か？釧路在住では無くとも OK。応援できる時に盛り上げましょう！

◇メルマガ

『居酒屋「つるっ子」CRANESで乾杯』

すでに知っていると思うが､つるっ子が携帯版「ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ」を開設。「試合結果」「ｸﾚｲﾝｽﾞ情報」や「応援企画」を伝えています。
○登録方法※登録無料 ただしパケット代は負担 ※選手とﾔｷﾔｷﾊﾟｰﾃｨ企画やﾊﾞｯﾁﾞ・ﾏﾌﾗｰなどﾌﾟﾚﾐｱｸﾞｯｽ販売はここから配信！要ﾁｪｯｸ
ミニまぐ（携帯登録用） h t t p : / / m i n i . m a g 2 . c o m /

◇ＨＰ｢ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合｣
つるっ子で開設している HP はｸﾚｲﾝｽﾞ情報や選手写真､掲示板は旬な話題で一杯だ！ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝなら必見だ。 現在写真ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ中
○HP「ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合」 http://www.horae.dti.ne.jp/~cranes/
○携帯掲示板 http://www.pstown.com/bbs03/i01.cgi?room=terayama
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